
SITUATION  
Shelly and Laura are talking about the weather. 
シェリーとローラは天候について話しています。	

Shelly: I can’t believe it’s still April.  
             It’s hot today, isn’t it?  
         
Laura : Yeah, summer is just 
　　　　　 around the corner. 
            
Shelly: It will be very hot this 
　　　　　 summer.             

DIALOGUE  	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

シェリー：	
まだ４月だなんて信じられないわ。	
今日は暑いわね。	
　	
	

	
ローラ：	
本当ね、夏ももうすぐそこね。	
　　　　　　　 　	
　　　　　　　　	
　　　　　　	
	
シェリー：	
今年の夏はとても暑くなりそうね。	
	
	
	

Lesson 14 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

believe　信じる	

April　　 ４月	

hot　      暑い	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

It’s hot today, isn’t it? 
今日は暑いですね。	
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Using Tag Questions 
付加疑問文	

today　    今日	

summer　夏	

just around the corner　すぐそこ	
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LANGUAGE FOCUS 	
今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Lesson 14 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

marry　結婚する	

work　 働く	

read　  読む	

5 

Activity1: Match the sentence parts. 
練習1：　バラバラになった文の一部を組み合わせて、文を作ってみましょう。	

It’s hot today, isn’t it? 
You are a student, aren’t you? 
Tony lives in Canada, doesn’t he? 
Nina will marry Tom, won’t she? 
He worked at AB company, didn’t he? 
She can read French, can’t she? 

Tag Questions 
付加疑問文	

swim 　    泳ぐ	

vacation　休暇	
Beijing　   北京　	

今日は暑いですね。	

あなたは学生ですね。	

トニーはカナダに住んでいますね。	

ニーナはトムと結婚しますね。	

彼はAB社で働いていましたね。	

彼女はフランス語が読めますね。	

練習	

6 ACTIVITY 

It’s hot today, isn’t it? 
今日は暑いですね。	

You had a good time 
didn’t you? 

It was humid yesterday 

wasn’t it Kumi is going to Beijing 
isn’t she? 

James reads a newspaper everyday  

doesn’t he? 

Jack didn’t go to school 

did he? 

Bob can’t swim 
can he? 

You will have a summer vacation 

won’t you? 

Activity2:  Ask your tutor five tag questions. 
練習2：　付加疑問文を５つ、先生に尋ねましょう。	

Example: You like sports, don’t you? 

humid 　      蒸す	

yesterday　  昨日	
newspaper　新聞　	

Using Tag Questions 
付加疑問文	
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